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Ⅶ 平成１８年３月期 個別財務諸表の概要                  平成18年5月10日 

上場会社名 株式会社ワコールホールディングス 上場取引所 東・大

コード番号 3591 本社所在都道府県 京都府

 （URL  http://www.wacoal.co.jp/）   

代表者 役職名 代表取締役社長   

 氏 名 塚本 能交   

問合せ先責任者 役職名 経営管理部長   

 氏 名 大谷 郁夫 TEL (075)682-1006 

決算発表に係る取締役会開催日 平成18年5月10日  中間配当制度の有無 無 

配当支払開始予定日 平成18年6月30日  定時株主総会開催日 平成18年6月29日 

単元株制度採用の有無 有（１単元1,000株）    

１．18年3月期の業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日） 

(1)経営成績                          （注）表示金額は百万円未満を切り捨てております。 

 営業収益 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

18年3月期 70,504 △45.0 4,757 15.7 6,256 5.7 

17年3月期 128,243 △0.2 4,111 △28.8 5,919 △17.2 

 

 当期純利益 
１株当たり

当期純利益

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

株主資本 

当期純利益率

総資本 

経常利益率 

売上高 

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年3月期 2,877 △7.1 19 81 ― ― 3.7 7.1 8.9

17年3月期 3,098 △23.2 21 33 ― ― 1.9 3.0 4.6

（注）①期中平均株式数    18年3月期 143,933,607株      17年3月期 143,956,284株 

   ②会計処理方法の変更  無 

   ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

      ④当社は、平成17年10月1日付で、会社分割を行い持株会社に移行いたしました。従いまして、個別における 

        18年3月期の経営成績及び財政状態は17年3月期と比較して大きく変動しております。 

 

(2)配当状況 

１株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 

（年間） 
配当性向 

株主資本 

配当率 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年3月期 20 00 ― ― 20 00 2,878 100.9 1.9

17年3月期 20 00 ― ― 20 00 2,878 93.8 1.8

 

(3)財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年3月期 154,925 151,976 98.1 1,055 83

17年3月期 196,641 162,637 82.7 1,129 67

（注）①期末発行済株式数    18年3月期  143,915,933株      17年3月期 143,944,440株 

      ②期末自己株式数      18年3月期     100,752株      17年3月期    72,245株 

 

２．19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日） 

１株当たり年間配当金 
 営業収益 経常利益 当期純利益 

中間 期末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 2,300 200 200 ― ― ― ― ― ―

通 期 5,700 1,700 1,500 ― ― 22 00 22 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  10円 42銭 

 ※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様  々

  な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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Ⅷ－１ 貸借対照表 

科  目 
当  期 

平成18年3月 31日現在 

前  期 

平成17年3月 31日現在 
増減金額 

（資産の部） 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円

    

Ⅰ．流動資産 22,004 14.2 83,486 42.5 △61,481 

       

 現金及び預金 1,966  19,165  △17,198 

 受取手形 －  287  △287 

 売掛金 －  15,627  △15,627 

 有価証券 18,529  21,065  △2,536 

 製品及び商品 －  18,173  △18,173 

 原材料 －  244  △244 

 仕掛品 －  120  △120 

 有償支給材料 －  2,070  △2,070 

 短期貸付金 －  3,800  △3,800 

 繰延税金資産 186  3,923  △3,737 

 その他 1,322  536  785 

 貸倒引当金 －  △1,530  1,530 

       

Ⅱ．固定資産 132,920 85.8 113,155 57.5 19,765 

      

 １．有形固定資産 41,742 27.0 42,520 21.6 △777 

       

 建物 21,094  20,015  1,078 

 構築物 574  407  167 

 機械装置 －  64  △64 

 車両運搬具 －  32  △32 

 工具器具備品 1,563  2,525  △961 

 土地 18,509  18,840  △331 

 建設仮勘定 －  634  △634 

      

 ２．無形固定資産 585 0.4 3,277 1.7 △2,692 

       

 営業権 －  91  △91 

 借地権 585  585  0 

 ソフトウェア －  2,514  △2,514 

 その他 －  86  △86 

      

 ３．投資その他の資産 90,592 58.4 67,357 34.2 23,235 

       

 投資有価証券 16,332  56,465  △40,133 

 子会社株式・出資金 74,092  6,687  67,405 

 長期貸付金 －  435  △435 

 施設借用保証金 5  2,214  △2,208 

 その他 161  1,781  △1,620 

 貸倒引当金 －  △226  226 

      

資産合計 154,925 100.0 196,641 100.0 △41,715 
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科  目 
当  期 

平成18年3月 31日現在 

前  期 

平成17年3月 31日現在 
増減金額 

（負債の部） 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円

Ⅰ．流動負債 2,392 1.5 26,798 13.6 △24,406 

       

 支払手形 58  814  △755 

 買掛金 －  11,444  △11,444 

 未払金 1,097  6,887  △5,789 

 未払費用 5  418  △412 

 未払法人税等 1,173  232  941 

 賞与引当金 50  2,850  △2,800 

 返品調整引当金 －  1,650  △1,650 

 その他 6  2,501  △2,495 

       

Ⅱ．固定負債 556 0.4 7,205 3.7 △6,648 

       

 繰延税金負債 79  5,107  △5,027 

 退職給付引当金 －  890  △890 

 役員退職慰労引当金 －  473  △473 

 その他 476  734  △257 

       

負債合計 2,948 1.9 34,004 17.3 △31,055 

  
（資本の部）      

Ⅰ．資本金 13,260 8.6 13,260 6.7 － 

      

Ⅱ．資本剰余金 25,273 16.3 25,273 12.9 － 

       

 資本準備金 25,273  25,273  － 

      

Ⅲ．利益剰余金 113,493 73.2 113,522 57.7 △29 

      

 利益準備金 3,315  3,315  － 

 任意積立金 105,219  105,271  △52 

 当期未処分利益 4,958  4,935  23 

      

Ⅳ．その他有価証券評価差額金 67 0.0 10,654 5.4 △10,586 

       

Ⅴ．自己株式 △117 △0.0 △72 △0.0 △44 

資本合計 151,976 98.1 162,637 82.7 △10,660 

負債及び資本合計 154,925 100.0 196,641 100.0 △41,715 
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Ⅷ－２ 損益計算書 

科  目 

当  期 

自 平成17年4月                        1 日 

至 平成18年3月 31日 

前  期 

自 平成16年4月                        1 日 

至 平成17年3月 31日 

増減金額 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円

Ⅰ．営業収益 70,504 100.0 128,243 100.0 △57,739 

 売上高 68,184  128,243  △60,059 

 賃貸収入 2,128  －  2,128 

 配当金収入 52  －  52 

 その他 138  －  138 

Ⅱ．営業費用 65,746 93.3 124,132 96.8 △58,385 

 売上原価 35,105  66,738  △31,632 

 賃貸原価 1,292  －  1,292 

 販売費及び一般管理費 29,349  57,393  △28,044 

営 業 利 益 4,757 6.7 4,111 3.2 645 

Ⅲ．営業外収益 1,644 2.3 2,019 1.6 △374 

 受取利息 165  218  △53 

 受取配当金 936  812  124 

 その他 542  988  △446 

      

Ⅳ．営業外費用 145 0.2 211 0.2 △65 

 支払利息 0  1  △0 

 その他 144  210  △65 

経 常 利 益 6,256 8.8 5,919 4.6 336 

Ⅴ．特別利益 182 0.3 990 0.8 △807 

 固定資産売却益 5  19  △14 

 投資有価証券売却益 177  596  △418 

 前期子会社支援修正益 －  374  △374 

      

Ⅵ．特別損失 1,595 2.3 1,411 1.1 183 

 固定資産除売却損 514  137  377 

 減損損失 314  －  314 

 投資有価証券評価損 －  15  △15 

 選択定年退職加算金 500  718  △218 

 子会社等貸倒引当金繰入額 219  395  △175 

 子会社等株式評価損 20  145  △124 

 子会社等支援損 25  －  25 

      

税 引 前 当 期 純 利 益 4,843 6.8 5,498 4.3 △655 

法人税、住民税及び事業税 2,135 3.0 2,183 1.7 △48 

法 人 税 等 調 整 額 △169 △0.2 216 0.2 △386 

当 期 純 利 益 2,877 4.0 3,098 2.4 △220 

前 期 繰 越 利 益 2,081  1,837  243 

当 期 未 処 分 利 益 4,958  4,935  23 
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Ⅷ－３ 利益処分案 

科  目 

当  期 

自 平成17年4月    1 日 

至 平成18年3月 31日 

前  期 

自 平成16年4月    1 日 

至 平成17年3月 31日 

増減金額 

 百万円 百万円 百万円

    

当期未処分利益 4,958 4,935 23 

固定資産圧縮積立金取崩額 67 52 14 

合計 5,025 4,987 37 

株主配当金 2,878 2,878 △0 

 (1株につき20円 00銭) (1株につき20円 00銭)  

役員賞与金 25 28 △3 

  (うち取締役賞与金) 25 25 △0 

  (うち監査役賞与金) － 2 △2 

次期繰越利益 2,122 2,081 41 
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＜個別財務諸表作成の基本となる事項＞  

 
１．資産の評価基準及び評価方法 
 (1)有価証券の評価基準及び評価方法 
    子会社及び関連会社株式･･････････移動平均法による原価法 
    その他有価証券 
      時価のあるもの･･････････････期末決算日の市場価格等に基づく時価法 
                    （評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ 
                    り算定しております） 
      時価のないもの･･････････････移動平均法による原価法 
 (2)たな卸資産の評価基準及び評価方法･･･先入先出法による低価法 
 
２．固定資産の減価償却の方法 
 (1)有形固定資産･･･････････････････････定率法（但し、平成１０年４月１日以降取得した建物（建物付属設備を 
                    除く）については定額法） 
                     なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 
                      建物及び構築物      5～50年 
                      機械装置及び車両運搬具  6～12年 
                      工具器具備品       5～20年 
 (2)無形固定資産･･･････････････････････定額法 
                    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能 
                    期間（5年）による定額法 
 
３．引当金の計上基準 
 (1)貸倒引当金･････････････････････････売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒 
                    実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性 
                    を検討し、回収不能見込額を計上しております。 
 (2)賞与引当金･････････････････････････従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しており 
                    ます。 
 (3)返品調整引当金･････････････････････売上高と戻り高の対応関係を明確にするため、過去の返品率等を勘案し、 
                    将来の返品に伴う損失予想額を計上しております。 
 (4)退職給付引当金･････････････････････従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金 
                    資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を 
                    計上しております。 
 (5)役員退職慰労引当金･････････････････役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金支給に関する内

規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成１７年６月２９
日開催の第５７期定時株主総会において、従来の役員退職慰労金制度を
廃止し、打ち切り支給することが決議されました。なお、当該総会まで
の期間に対する役員退職慰労金相当額は長期未払金として固定負債の
「その他」に含めて表示しております。 

 
 
４．リース取引の処理方法 
   リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の 
      賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 
 
５．その他財務諸表作成のための重要な事項 
   消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 
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＜注記事項＞ 

 （当  期） （前  期） 

    

１．貸借対照表に関する事項    

    

（１）有形固定資産の減価償却累計額 26,252 百万円 30,852 百万円 

    

（２）リース取引に関する事項    

    所有権移転外ファイナンスリース    

   ①取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

  （工具器具備品等） （工具器具備品等） 

  取得価額相当額 － 百万円 56 百万円 

  減価償却累計額相当額 －  45  

  期末残高相当額 －  10  

   

   ②未経過リース料期末残高相当額 

  一年以内 － 百万円 17 百万円 

  一年超 －  5  

  合計 －  23  

     なお、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、上記の金額は支払利子

     込み法により算定しております。 

  

   ③支払リース料等  

  支払リース料 9 百万円 71 百万円 

  減価償却費相当額 4 38 

   

（３）関連会社株式で時価のあるもの  

  貸借対照表計上額 2,163 百万円 2,699 百万円 

  時価 3,637 6,201 

  差額 1,474 3,501 
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 （当  期） （前  期） 

（４）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 繰延税金資産   

 在庫評価減 - 百万円 1,041 百万円 

 投資有価証券評価減 146  891 

 退職給付引当金損金算入限度超過額 -  586 

 役員退職慰労金 -  192 

 賞与引当金損金算入限度超過額 20  1,159 

 返品調整引当金損金算入限度超過額 -  632 

 長期前払費用 -  364 

 未払事業税 92  39 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 -  676 

 減価償却超過額及び減損損失額 1,138  1,569 

 その他 232  545 

 繰延税金資産合計 1,629  7,700 

 繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金 △46  △7,312 

 固定資産圧縮積立金 △1,477  △1,523 

 その他 △0  △47 

 繰延税金負債の合計 △1,523  △8,883 

 繰延税金資産（負債）の純額 106  △1,183 

 

（５）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異 

  （前  期） 

 法定実効税率  40.7 ％ 

 増加（△減少）の理由   

 税額控除  △1.0  

 益金不算入収益  △1.9 

 損金不算入費用  4.7 

 住民税均等割等  1.1 

 その他  0.1 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率  43.7 

 なお、当期は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効率の百分の五以下

であるため注記を省略しております。 

  

２．損益計算書に関する事項 

 

 当社は、平成17年 10月 1日付で、会社分割を行い持株会社に移行いたしました。平成17年4月 1日から平成

17 年 9 月 30 日までは繊維製品及び関連製品の売上が事業の中心でしたが、持株会社への移行に伴い、平成 17

年 10月 1日から平成18年 3月31日までは賃貸収入及び配当金収入等が事業活動の中心となるため、これらを

「営業収益」として表示しております。 
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             Ⅸ  役員の異動    （平成 18 年 6月 29 日） 

 

平成 18 年 6 月 29 日開催予定の第 58 期定時株主総会終了後の取締役及び監査役の異動（いずれも予定）

は次のとおりです。 

１．取締役 

(1) 新任取締役候補  

山本  忠司 

  (2)退任予定取締役 

山本  雅之   （取締役） 

  (3)取締役の昇格 

        専務取締役   末澤  昭一  （取締役） 

   

２．監査役 

(1)新任監査役候補 

長谷川  裕   （社外監査役） 
(2)退任予定監査役 

岡野 理一郎 （社外監査役） 

 

 

第 59 期の経営体制 

平成18年6月29日開催予定の第58期定時株主総会終了後の新たな経営体制は次のとおりとなります。 

 

取締役及び監査役 氏名 

代表取締役社長 塚本  能交 

専務取締役 末澤  昭一 

取締役 伊藤  勇三 

取締役 近藤  達也 

取締役 山本  忠司（新任） 

取締役(社外取締役) 稲盛  和夫 

取締役(社外取締役) 尾崎    護 

  

監査役 加藤  道彦 

監査役 小竹   元 

監査役（社外監査役） 海原   旦 

監査役（社外監査役） 長谷川  裕 （新任） 

監査役（社外監査役） 竹村  葉子 
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（ご参考） 

なお、事業会社㈱ワコールの取締役及び監査役の異動、第２期の経営・執行体制は次のとおりとなりま

す。 

             役員の異動    （平成 18 年 6 月 21 日） 

平成 18 年 6 月 21 日開催予定の第 1期定時株主総会終了後の取締役及び監査役の異動（いずれも予定）

は次のとおりです。 

１．取締役 

(1)新任取締役候補  

清水  恒夫 

山本  忠司 

安原  弘展 

山本  正司 

大谷  郁夫 

篠﨑  彰大 

  (2)退任予定取締役 

末澤  昭一 

山本  雅之    

 

２．監査役 

(1)新任監査役候補 

河野  昇一    
 

(2)退任予定監査役 

加藤 道彦 

海原   旦   （社外監査役） 

岡野 理一郎 （社外監査役） 

竹村 葉子   （社外監査役） 
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第 2 期の経営・執行体制 

平成 18 年 6 月 21 日開催予定の第 1期定時株主総会終了後の新たな経営・執行体制は次のとおりとなり

ます。 

 

取締役及び監査役 執行役員 氏名 担当等 

代表取締役 社長執行役員 塚本  能交  

取締役 専務執行役員 伊藤  勇三 ﾜｺｰﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ事業本部、ｳｲﾝｸﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ事業本部、 

   技術・生産本部担当 

取締役 専務執行役員 近藤  達也 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ事業本部長 兼 

   ｳｴﾙﾈｽ事業部、ﾊｳｽﾃﾞｻﾞｲﾝ事業部担当 

取締役（新任） 専務執行役員 清水  恒夫 ﾜｺｰﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ事業本部長 

取締役（新任） 常務執行役員 山本  忠司 人事総務担当  

取締役（新任） 常務執行役員 安原   弘展 ｳｲﾝｸﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ事業本部長 

取締役（新任） 執行役員 山本  正司 国際本部長 

取締役（新任） 執行役員 大谷  郁夫 経営管理担当 

取締役（新任） 執行役員 篠﨑  彰大 人間科学研究所長  兼  知的財産部長 

    

 執行役員 桂   一朗 総務部長 

 執行役員 尾内  啓男 情報ｼｽﾃﾑ部長 

 執行役員 山田   龍 顧客ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ推進室、事業戦略室担当  兼 

   事業開発部長 

 執行役員 佐藤  峰裕 ﾜｺｰﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ事業本部 副本部長（販売店担当） 兼

   首都圏（百貨店担当）店長 

 執行役員 松田  伸裕 ﾜｺｰﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ事業本部 事業統括部長 

 執行役員 井出  雄三 ﾜｺｰﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ事業本部 販売企画統括部長 

 執行役員 北川  雅一 ﾜｺｰﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ事業本部 

   東日本（ﾁｪｰﾝｽﾄｱ）販売統括部長 

 執行役員 上新  雅裕 ｳｲﾝｸﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ事業本部 東京店長 

 執行役員 福井   勉 技術・生産本部長 

    

監査役  小竹   元  

監査役（新任）  河野  昇一  

 

   以上 


